
お知らせ版平成25年4月1日

広報しばた・お知らせ版・第720号・柴田町役場まちづくり政策課・柴田町船岡中央2丁目3-45（☎54-2111）
　　　　　　　　　　　　　　柴田町ホームページアドレス　　http://www.town.shibata.miyagi.jp/

■申  申込先　  ■問  問い合わせ先　  ■予  予約

交通規制と有料駐車場のご案内
　桜まつり期間中、公園内駐車場は大型バス、身体に障がいのある方（いずれも有料）、許可
車両以外の一般車両の乗り入れはできません。（ただし18:00～8:00の間は開放します）
　しばたの郷土館前の有料駐車場をご利用ください。
　（駐車料金　普通車500円／マイクロバス1,000円／大型バス2,000円）
　お体の不自由な方は、しばたの郷土館前駐車場からの無料シャトルバスをご利用ください。
■問  しばた桜まつり実行委員会事務局（商工観光課内）　緯55-2123

4/10㈬　09：00～14：50　しばた桜まつり開幕式（三ノ丸広場入口にて)4/13㈯　10：00～10：30　バトン演技（FICS・M船岡教室）4/10㈬　11：00～12：00　桜山遊会太極拳部4/10㈬　12：00～13：30　大正琴（やよい会・アンサンブル華）4/14㈰　10：30～12：00　大正琴（やよい会・つきのき）4/19㈮　10：30～11：30　桜山遊会太極拳部4/10㈬　11：30～12：00　ダンベルもみの木サークル4/10㈬　13：30～14：00　すずらんダンベル
しばたの郷土館　■問  しばたの郷土館　緯55-0707○桜の中の美術祭　県内外の公募展などで入賞・入選した陶芸家ジェームス・オペ氏の作品と園部信子氏の作品を展示します。葛展示期限／5月26日㈰まで　　葛開館時間／9:00～16:30葛会場／しばたの郷土館　思源閣　　葛入場料／無料○,13さくら回廊inしばた　桜の咲く季節に、“もうひとつの花咲く山”を鑑賞いただきます。葛期間／4月11日㈭～24日㈬葛時間／9:00～16:30（4月17日は作品入れ換えのため16：00まで）葛場所／しばたの郷土館葛内容／柴田町内で活動している16団体・個人が制作した多様なジャンルの作品の展示、頒布会・茶席・喫茶コーナーなどもあり楽しめる催しです。※さくら回廊inしばた開催のため、4月9日㈫～25日㈭の期間は、しばたの郷土館施設各室の貸出ができません。

建中庭イベントの案内（追加などの変更、雨天中止有）13日㈯　11：00～11：50　オカリナ演奏（佐藤恵子氏ほか）12：30～13：30　ヴィブラホン演奏（羽賀智美氏）13：45～14：15　太極拳演舞（桜山遊会太極拳部）15：00～16：00　大正琴演奏（大正琴さくら会、アンサ　　　　　　　　　ンブル華）14日㈰　13：30～14：30　大正琴演奏（大正琴やよい会、つきのき）20日㈯　10：45～11：45　大正琴演奏（阿部弘子氏）12：30～13：30　ヴィブラホン演奏（羽賀智美氏）建羽賀智美ヴィブラホンミニライブ開催葛日時／4月18日㈭、19日㈮、22日㈪　11：30～12：00　葛場所／2階　さくらカフェ葛主催／さくら回廊inしばた実行委員会※野外イベントは天候により、延期、中止になる場合があります。
柴田のお花見弁当毅桜まつり期間中、町内の飲食店が腕によりをかけ、地元の食材を生かした桜まつり限定の「お花見弁当」を販売します。
■問  柴田町商工会　緯54-2207

船岡駅前周辺4/13㈯　9：00～14：50　蔵元直送の新酒を飲む会（船岡駅1F）4/20㈯　8：30～17：00　鉄道模型体験運転会と機関車内部公開4/21㈰　8：30～15：00　鉄道模型体験運転会と機関車内部公開　　　　　　　　　　　　　など白石川河川敷4/20㈯　9：00～12：00　白石川ボート体験　など

4/20㈯　13：00～14：00　よさこい光成4/21㈰　10：00～15：30　バンドフェスタ4/10㈬　11：00～12：00　すずめ踊り（しばた梵天）建船岡城址公園夜桜ライトアップ（開花中の21:00まで）建スロープカー運行（ライトアップ期間中は夜も運行）建さくらまつり写真コンテスト　　他、商工会、茶屋組合など多数出店。券犬鹸船岡駅2Fコミュニティプラザ

船岡城址公園
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　下図の交差点信号機が、以前とは異なる歩車分離式信号機となりました。
歩車分離式信号機とは、信号交差点において、歩行者と車両の通行時間帯「青信号」
を分離するもので、右左折する車による歩行者の巻き込み事故を防止し、歩行者の安
全を確保するための信号機です。
　歩行者が押しボタンを押すことで歩行者用信号機の全てが「青信号」になり、車両
用信号機は全て「赤信号」になります。
 注意事項
○運転者は、歩行者用信号機が「青信号」になっても、発進は絶対にしないでくださ
い。車両用信号機を良く見て運転しましょう。
○歩行者は、横断する際には「ボタン」を押して、歩行者用信号機が「青信号」にな
るまでお待ちください。「ボタン」を押さないと信号は変わりません。

■問  まちづくり政策課　緯54-2111
　町では、近年、増加傾向にある高齢運
転者による交通事故を防止するため、4
月1日から「柴田町高齢運転免許取得者
講習事業」を実施します。 
　高齢運転者が、運転技能や交通に関す
る知識を向上させるために、「運転免許
取得者講習」を受講する場合に、町から
2,500円を上限に受講料の一部を助成し
ます。葛助成対象／町内に住所がある満65歳
以上の人が、仙南自動車学院で、運転
免許取得者講習を受講する場合。

※助成対象となる講習は、任意講習であり70
歳以上の人が運転免許更新時に受講が義務
付けられている高齢者講習とは異なるもの
です。したがって、当該講習を受講しても、
運転免許更新時には高齢者講習（法定講習）
を受講しなければなりません。

■問  まちづくり政策課　緯54-2111 葛期間／4月6日（土）～4月15日（月）葛運動の基本／「子どもと高齢者の交通事故防止」葛運動の重点／
1　自転車の安全利用の推進（特に、自転車安全利用五則の周知徹底）
2　全ての座席でのシートベルト着用とチャイルドシートの正しい装着の徹底
3　飲酒運転の根絶
4　早朝・薄暮の交通事故防止と反射材の着用推進

※4月10日は「交通事故死ゼロを目指す日」です。家族・地域・職場など、みんなの力で柴田町
から悲惨な交通事故をなくしましょう。

■問  まちづくり政策課　緯54-2111　農繁期および山菜採りの時期を迎え、
電車線路敷地内への立ち入りによるトラ
ブルが毎年発生しています。線路に近づ
くことは大変危険ですので、「立ち入ら
ない・近づかない」よう、ご協力をお願
いします。

■問  阿武隈急行株式会社　
　緯024-577-7132

　さまざまなアトラクションを見て、体験しませんか。皆さまのお越しをお待ちして
おります。葛日時／4月14日（日）9：00～16：00　　葛場所／陸上自衛隊船岡駐屯地葛内容／記念式典、観閲行進、訓練展示、各種試乗、模擬売店ほかアトラクション多数。
※駐車場に限りがありますので、乗り合わせや公共交通機関をご利用ください。

■問  陸上自衛隊船岡駐屯地司令職務室　緯55-2301（内線211）　4月10日（水）から25日（木）まで、しば
た桜まつりが開催されます。まつり開催
期間中は、会場周辺道路などで、混雑、
渋滞が予想されます。
　利用者の皆さまには、ご迷惑をおかけ
しますが、時間に余裕を持ってご利用い
ただきますようご理解とご協力をお願い
いたします。

■問  予約センター　緯55-3001

高齢運転免許取得者
講習事業について

　阿武隈急行から　線路敷地内への　 
立入禁止のお願い

船岡駐屯地創立記念日
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　お住まいの地区が船岡小学校区の方の優先開設避難所は、船岡体育館の改修が終了
したので、4月1日以降「船岡中学校体育館」から「船岡体育館」に変更となります。
「船岡中学校体育館」は、船岡小学校区の随時開設避難所となります。

 優先開設避難所
　大きな災害があった場合には、災害による家屋の倒壊などで、居住場所を確保でき
なかった方の収容保護を目的として、次の6箇所の避難所を優先して開設します。

　災害見舞金とは、火災や自然災害など
の災害により居宅に被害を受けた世帯主
に対し見舞金を支給するもので、4月1
日からの災害に対し適応されます。葛見舞金額／全壊・全焼・流失　5万円
　　　　　　半壊・半焼　　　　3万円
　　　　　　床上浸水　　　　　2万円
　次のような場合は支給されないことも
あります。
○「災害救助法」や「被災者生活再建支
援法」により支援を受けた場合
○被害が故意または重大な過失により生
じた場合や、被害を受けた世帯の世帯
主や世帯員に暴力団員がいるとき

※詳しくは、福祉課までお問い合わせくださ
い。

■問  福祉課　緯55-5010
　毎年春先の空気が乾燥する中で、たき火、たばこや火入れな
どを原因とする林野火災が各地で多数発生しています。また、
春の行楽シーズンを迎えるにあたり出火防止および火災拡大防
止のため、林野火災予防に対する皆さまのご協力が必要となり
ます。火の取り扱いには、特に注意して下さい。
○入山する時は、「たばこの投げ捨て」や「火遊びなど」の禁止。
○害虫駆除や土地改良目的などで火入れを行う場合は、「火災予防条例に基づく届出」
と「初期消火の準備」をすること。
※家庭から出たゴミや廃棄物の焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されていま
すのでご注意ください。

■問  柴田消防署　緯55-2012
　平成25年4月に施行される障害者総合
支援法では、障害者の範囲に難病などの
方々が加わります。
　対象となる方々は、身体障害者手帳の
有無に関わらず、必要と認められた障害
福祉サービスなどの受給が可能となりま
す。
※詳しくは、福祉課までお問い合わせくださ
い。

■問  福祉課　緯55-5010
　3月1日以降、介護保険で更新申請な
どの認定結果が出た方には、「黄色」の被
保険者証を交付しています。
　「水色」の被保険者証をお持ちの方には、
改めて「黄色」の保険証の交付はしませ
ん。そのまま「水色」の被保険者証をご
使用ください。

■問  福祉課　緯55-2159

4月1日から優先開設避難所の1箇所が変更となります。

 随時開設避難所
　次の避難所は、被災者数および災害の状況に応じて開設します。

■問  総務課　緯55-2111
所　在　地電話番号優先開設避難所お住まいの地区

入間田字外の馬場22056-4777農村環境改善センター柴田小学校区
槻木下町3丁目1-6056-1997槻木生涯学習センター槻木小学校区
西船迫3丁目3-10457-2011船迫生涯学習センター船迫小学校区
中名生字西宮前4959-2520船岡生涯学習センター東船岡小学校区
船岡南2丁目2-3455-1544船岡体育館（変更後）船岡小学校区
船岡字大住町13-152-4101西住公民館西住小学校区

所　在　地電話番号優先開設避難所お住まいの地区
葉坂字鍛冶内3056-1430柴田小学校柴田小学校区
槻木駅西2丁目14-156-1029槻木小学校槻木小学校区
槻木下町2丁目6-1956-4367槻木体育館槻木小学校区
槻木東2丁目3-156-1331槻木中学校槻木小学校区
西船迫4丁目1-254-1225船迫中学校船迫小学校区
西船迫3丁目1-355-5394船迫小学校船迫小学校区
本船迫字十八津入7-356-3801柴田高等学校船迫小学校区
船岡東1丁目2-6055-1064船岡小学校船岡小学校区
船岡字七作2655-1162船岡中学校体育館（変更後）船岡小学校区
船岡南2丁目2-1855-1121仙台大学船岡小学校区
船岡西1丁目6-2655-0707しばたの郷土館船岡小学校区
上名生字下中川93-155-1811東船岡小学校東船岡小学校区
船岡字大住町16-153-3227西住小学校西住小学校区
大河原町大谷字西原前154-652-1064大河原商業高等学校西住小学校区
船岡字清住町10-252-3703西住児童館西住小学校区

町独自の災災災災災災災災災災害害害害害害害害害害見見見見見見見見見見舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞金金金金金金金金金金制制制制制制制制制制災害見舞金制度度度度度度度度度度度を創設しました
4月から難病などの方々が障害福祉サービスなどの対象となります

介護保険被保険者証の色が「黄色「黄色」」に変わりました
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しばた桜写真コンテストのお知らせ

「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン」

県南エリアオープニングイベント開催

　柴田町観光物産協会では、柴田町内の桜を撮った写真を広く一般の方から募集いた
します。皆さんの応募をお待ちしております。葛題材／柴田の桜　　葛応募資格／町内外問わず、どなたでも応募できます。葛応募作品／柴田町内で咲いている桜に関するもので今年撮影された未発表のもの。
　　　　　　四つ切りカラープリント（四つ切りワイド可）のもの。
　　　　　　応募はお一人2点までとさせていただきます。葛応募方法／写真の裏に、作品名、撮影月日、氏名、住所、性別、年齢、電話番号を書
いた紙を添付の上、持参または郵送で柴田町観光物産協会あてに提出してください。

※提供していただいた作品は返却いたしません。葛応募締切／5月10日（金）必着
※詳しくは、柴田町観光物産協会ホームペ－ジをご覧ください。

■申 ■問  柴田町観光物産協会　緯56-3970　〒989-1621大字本船迫字上野4-1　
　　  http://www.skbk.or.jp/

　4月1日から6月30日まで全国大型観光キャンペーン「仙台・宮城デスティネーショ
ンキャンペーン」が開催されます。県南地域の皆さまとオープニングイベントを、白
石市内を会場に開催しますので、ぜひ」ご参加ください。

　皆さまのご来場をお待ちしております！　入場は無料です。葛日時／4月21日（日）10：00～15：30　　葛場所／角田宇宙センター葛内容／高温衝撃風洞、計算センターなどの施設公開、ロケット打ち上げカウントダ
ウン体験、「宇宙飛行士選抜試験」にチャレンジ！　など
　詳しくは、角田宇宙センターホームページをご覧ください。

■問  角田宇宙センター　緯68-3111
　 http://www.rocket.jaxa.jp/kspc/japanese/

角田宇宙センター一般公開

【午前の部】葛日時／4月6日（土）　9：00～11：30葛会場／JR白石蔵王駅葛催し物／毅幼稚園の園児による合唱
　　　　　毅県南自治体のゆるきゃら、奥州片倉組の登場
　　　　　毅「県南笑顔でおもてなし隊」
　　　　　　　※ホームから通過する新幹線へ手を振ります。　　
　　　　　　　　下記の時間まで改札口付近にお越しください。
　　　　　　　　1回目：10時10分、2回目：11時10分
　　　　　毅ミニ新幹線の体験乗車やポップコーンをお配りします。
■問  白石蔵王駅　緯0224-25-1240
【午後の部】葛日時／4月6日（土）　13：30～16：00葛会場／白石城（益岡公園内）葛催し物／毅よさこい走乱白石城によるよさこいパフォーマンス
　　　　　毅奥州片倉組によるおもてなし
　　　　　毅県南ご当地キャラクター紹介と各市町PR
　　　　　毅うーめん体操お披露目
　　　　　毅戦国コスプレによる撮影会
■問  白石市商工観光課　緯0224-22-1321
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●常設の子育てひろば“ゆるりん”
　子育て中のパパ、ママ、お孫さんと一緒のおじいちゃん、おばあちゃんが自由にふ
らっと気軽に遊びに来る“屋根のある公園”です。スタッフもいるので安心です。

　葛対象者／0歳～未就園児とその保護者葛参加費／無料　　葛持ち物／おてふき、バスタオル、飲み物など開催日時・イベント子育てひろば（場所） 毅毎週月・火・水曜日　9：30～12：00、13：00～15：30ゆるりんひろば（イトーチェーン船岡店向かい） 毅4/4㈭、11㈭、18㈭、25㈭　9：30～12：00、13：00～15：30毅おもちゃ病院　4/11㈭　10：00～12：00移動ゆるりんひろば（新栄集会所）

　ギャラリー展示＆体験会のご案内　○楽しいミニチュア粘土ジオラマ工作展
かさはらさんちの三姉妹＋母が作った、夢とロマンあふれるジオラマ作品の展示です。葛展示期間／4月2日（火）～4月14日（日）15：00まで○ミニチュア粘土で作る「ケーキと季節の和菓子」体験会
粘土でかわいいミニチュアのお菓子を作りませんか？葛日時／4月6日（土）10：30～※100個限定、なくなり次第終了です（申し込み不要）。葛参加費／150円～350円程度　葛指導者／ミニチュア工作クラブ　笠原美和子 氏○創作 紙着 人形作家 大槻幸子「船岡城下の女達 ＝浮世13態＝」紙着人形展 し ち ゃ く
　船岡城下に暮らす女性の様に思いを馳せながら、白石和紙を加工した「 拓本染 

たくほんぞめ

紙」で作りました。和紙を粋に着こなした女性をご覧下さい。葛展示期間／4月16日（火）～4月29日（月）15：00まで
　 　サロン口笛コンサートのご案内　
　船迫生涯学習センター口笛教室の皆さんによるコンサートです。今月は「春色コ
レクション」と題して、春らしい曲を奏でます。どうぞお楽しみに！葛日時／4月14日（日）13：30～14：00　葛参加費／無料
■開館時間／10：00～18：00　　■4月の休館日／1日、8日、15日、22日、30日
■問  まちづくり推進センター（イオンタウン柴田内）
　緯86-3631　思86-3641　Eメール：yurupura@ji.jet.ne.jp
○ぴいかぶうのへや「のばら」開放日
　絵本や紙芝居、わらべ歌、手遊びなどをゆったりと楽しんでみませんか。時間
内は出入り自由です。葛日時／4月4日、11日、18日、25日の木曜日15：30～17：00
　　　　  ※おはなしタイム16：00～16：30葛参加費／無料○宮沢賢治の作品を読み合う会葛日時／4月11日（木）13：30～15：00　　葛参加費／100円葛場所／ぴいかぶうのへや「のばら」（庄司さん宅：船岡中央2丁目）
■問  おはなしの会ぴいかぶう（庄司）、（小塩）

生 活 相 談
柴田町地域福祉センター内（相談室2）10：00〜15：00相　談　日担当相談員相談区分 4月 2日㈫関根　朝成生　　活 4月 9日㈫近江　宣男 4月16日㈫鈴木　照雄 4月23日㈫佐藤由美子 4月30日㈫関根　朝成 5月 7日㈫近江　宣男
■問  柴田町社会福祉協議会　ふれあい
福祉センター（船岡字中島68）☎58-1771人権・行政相談
町民相談室（役場1階）10：00〜15：00相　談　日担当相談委員相談区分 4月 3日㈬木島　基子人　　権 4月10日㈬菅野　敏明 4月17日㈬渡邊みち子 4月24日㈬木島　基子 5月 1日㈬飯淵　直子 4月24日㈬手代木文夫行　　政
■問  町民環境課　☎55-2113消費生活相談
町民環境課9:00〜16:00（祝・休日除く）相　談　日担当相談員相談区分 毎週㈫㈬㈮日下　信子消費生活
■問  町民環境課　☎55-2113家庭児童相談
子ども家庭課9:00〜16:00（祝・休日除く）
■問  子ども家庭課　☎55-2115

相　談　日相談区分 毎週㈪㈫㈭家庭児童
　法テラスの日に、弁護士による土曜・
夜間の無料法律相談会を開催します。相
談は無料で秘密は固く守られます。
　なお、平日の無料相談および毎月第3
日曜日の休日相談（10：00～16：00）も
行っております。葛日時／
　葛場所／法テラス山元（山元町役場敷地内）葛予約受付時間／9：00～17：00
　　　　　　　　（平日および第3日曜日）

■予 ■問  法テラス山元　緯050-3383-02134月6日（土）
10：00～16：00

土曜相談

4月8日（月）、10日（水）
17：00～20：00

夜間相談

法法法法法法法法法法法法テテテテテテテテテテテテララララララララララララスススススススススススス山山山山山山山山山山山山法テラス山元元元元元元元元元元元元元土土土土土土土土土土土土曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜・・・・・・・・・・・・夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜間間間間間間間間間間間間 無無無無無無無無無無無無土曜・夜間　無料料料料料料料料料料料料料法法法法法法法法法法法法律律律律律律律律律律律律相相相相相相相相相相相相法律相談談談談談談談談談談談談会会会会会会会会会会会会談会
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　はしか（麻しん）は「麻しんウイルス」による空気感染などで引き起こされ、感染
力が極めて強い病気です。免疫を持っていない人が感染するとほぼ100％発症します。
　発症すると発しん・発熱などの症状がでるほか、肺炎や中耳炎を合併しやすく、
1,000人に1人の割合で脳症を併発し、重症の場合は命にかかわることのある病気です。
いまだにはしか（麻しん）の特効薬はなく、ワクチンを接種することが唯一の予防です。葛対象／1期：1歳児
　　　　2期：年長児相当（平成19年4月2日～平成20年4月1日生）葛接種期限／1期：2歳の誕生日の前々日まで
　　　　　　2期：平成26年3月31日まで葛注意事項／接種時期を過ぎた後の接種費用は全額自己負担（約1万円）となります
のでご注意ください。
　転入・紛失などで予診票がない方は、平日の8：30～17：15に母子健康手帳をお持ち
の上、健康推進課へお越しください。

■問  健康推進課　緯55-2160葛対象／柴田町在住で65歳未満の方葛雇用期間／4月22日～6月21日葛勤務時間／月～金曜日　9：00～16：00
月19日（114時間）以内葛職種および内容／一般事務等補助（健
康推進課事務補助に従事）葛賃金／時給750円　葛募集人数／1人葛雇用保険／あり　葛社会保険／なし葛選考方法／書類審査、面接葛申込方法／履歴書（本人自筆・写真添
付）を提出してください葛申込期間／4月1日（月）～10日（水）葛受付時間／8：30～17：00（土・日曜日
を除く）

■申 ■問  健康推進課　緯55-2160
　平成25年4月分より国民年金保険料は、月額15,040円になります。
　4月初めに日本年金機構より、年間の納付書が入った「国民年金保険料納付案内書」
が送付されます。各月の保険料は納付期限（翌月末日）までに納めましょう。
<平成25年度　国民年金保険料月額>毅定額　　　　　　　15,040円毅定額＋付加保険料　15,440円　※付加保険料（400円）は変更ありません。
<保険料の一部が免除されている場合> 毅4分の3免除（4分の1納付）　  3,760円毅半額免除（半額納付）　　　　　 7,520円毅4分の1免除（4分の3納付）　11,280円
　免除の承認期間が6月までであることから、4月に4～6月分の納付書が送付され、7
月に7月分以降の定額の納付書が送付されます。
<次の方には「国民年金保険料納付案内書」は送付されません> 毅口座振替を利用している方毅全額免除・若年者納付猶予に該当している方（7月以降継続にならなかったとき
は7月に送付されます）毅学生納付特例に該当していた方で、所得がなく平成25年度も引き続き同じ学校に
在学予定の方

■問  日本年金機構大河原年金事務所　国民年金課　緯51-3113
　  健康推進課　緯55-2114　アルコールの問題は本人のこころやか

らだの健康を損なう恐れがあります。ま
た、ご家族にもさまざまな影響を及ぼしか
ねません。本人とご家族のために、情報や
知識を得られる場として、精神保健相談員
による個別相談を実施します。（要予約）葛日時／4月25日（木）13：00～15：00葛場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟

○職場を辞めて保険証を返還したら
　職場などの健康保険をやめた方で、ほかの健康保険に加入しない場合は、国民健康
保険への加入手続きが必要です。退職した日から14日以内に手続きをしてください。葛必要なもの／社会保険喪失連絡票、年金証書（年金を受給されている方のみ）、印鑑
○就職して職場の保険証をもらったら
　職場などの健康保険に加入した場合や、ほかの健康保険の被扶養者になったときは、
国民健康保険の喪失手続きが必要です。必ず資格喪失の手続きをしてください。 葛必要なもの／職場の保険証、国民健康保険の保険証
■問  健康推進課　緯55-2114　口の中の健康や歯科医療のより正しい

知識を広げることと、電話による相談と
いう気軽さを通じて、歯科医師と町民の
コミュニケーションを図るため、歯科相
談の受け付けを行います。3日以内に歯
科医師が直接相談者に回答します。葛日時／4月18日（木）10：00～16：00
■問  宮城県保険医協会　緯022-265-1667

臨時職員募集

　思春期の悩みを抱えている方および引
きこもりの状態にある方と家族、関係者の
方に対し、精神科医師や精神保健相談員に
よる相談・カウンセリングを実施します。
お気軽にご相談ください。（要予約）葛日時／4月4日（木）・18日（木）
　　　　13：00～15：00葛場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟アアアアアアアアアアアアルルルルルルルルルルルルココココココココココココーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルル専専専専専専専専専専専専門門門門門門門門門門門門相相相相相相相相相相相相アルコール専門相談談談談談談談談談談談談談

思思思思思思思思思思思思春春春春春春春春春春春春期期期期期期期期期期期期・・・・・・・・・・・・引引引引引引引引引引引引ききききききききききききここここここここここここももももももももももももりりりりりりりりりりりり専専専専専専専専専専専専門門門門門門門門門門門門相相相相相相相相相相相相思春期・引きこもり専門相談談談談談談談談談談談談談
■予 ■問  県仙南保健福祉事務所
 　母子・障害班　緯53-3132444444444444月月月月月月月月月月月月 111111111111888888888888日日日日日日日日日日日日「「「「「「「「「「「「よよよよよよよよよよよよいいいいいいいいいいいい歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯デデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーー4月18日「よい歯デー」」」」」」」」」」」」」歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯科科科科科科科科科科科科健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康テテテテテテテテテテテテレレレレレレレレレレレレホホホホホホホホホホホホンンンンンンンンンンンン相相相相相相相相相相相相歯科健康テレホン相談談談談談談談談談談談談談

国民年金の保険料が変わります
国国国国国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民民民民民健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康保保保保保保保保保保保保保保国民健康保険険険険険険険険険険険険険険険ののののののののののののののの資資資資資資資資資資資資資資格格格格格格格格格格格格格格取取取取取取取取取取取取取取得得得得得得得得得得得得得得・・・・・・・・・・・・・・喪喪喪喪喪喪喪喪喪喪喪喪喪喪資格取得・喪失失失失失失失失失失失失失失失ののののののののののののののの手手手手手手手手手手手手手手続続続続続続続続続続続続続続きききききききききききききき手続きををををををををををををををを忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘れれれれれれれれれれれれれれずずずずずずずずずずずずずずにににににににににににににに忘れずに
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　白血病などで骨髄移植を希望する患者さん
に対し、より多くの提供者が見つかるよう骨髄
バンクドナー登録にご協力ください。（要予約）葛日時／4月9日（火）、23日（火）
　　　　9：00～10：00葛場所／県仙南保健所葛対象／○18歳～54歳で、体重が男性
45kg以上、女性40kg以上の健康な方　○
骨髄提供の内容を理解している方

　ＨＩＶ抗体検査、クラミジア抗体検査（採血）
を匿名で受けることができます。（要予約）葛日時／4月9日（火）、23日（火）
　　　　13：00～15：00葛場所／ 県仙南保健所
※電話での相談は随時行っています。

■申 ■問  県仙南保健所疾病対策班
　☎53-3121

骨髄バンクドナー登録にご協力ください

　胃がん検診を申し込まれた方に、各行政区の健康推進員が受診票を配布します。当
日、受診票がないと検診は受けられません。申し込まれた方で、4月10日（水）までに
受診票が届かなかった場合はご連絡ください。
　なお、当日会場での受診票発行はできません。転入などによりお申し込みをしてい
ない方で検診を希望される方は、4月25日（木）までにお申し込みください。

　予防接種法の改正により、平成25年4
月1日からＢＣＧ予防接種の接種時期が
3～11か月になり、さらに標準的な接種
期間（5～7か月）が設けられました。
　それに伴い、4月以降のＢＣＧ接種の
際は、新たなＢＣＧ予診票が必要となり
ます。平成25年1月1日以降に生まれた
方につきましては、平成25年3月末に送
付しましたが、1歳未満でＢＣＧ未接種
の方は平日の8：30～17：15に「母子健康
手帳」とお手持ちの「ＢＣＧ予診票」を
持参の上、健康推進課へお越し下さい。

■問  健康推進課　緯55-2160 　思春期や更年期による身体的・精神的
不調、家庭や職場でのストレスなどで悩
んでいる女性の方を対象に、女性医師が
無料で相談に応じます。葛日時／5月18日（土）14：00～16：00葛場所／大河原町
※詳細は予約時にお知らせします。葛予約日時／月～金曜日9：00～17：00
※土・日曜日、祝日を除く

■予  宮城県女医会女性の健康相談室
　  緯090-5840-1993
■問  県健康推進課　緯022-211-2623

　8020運動（80歳になっても自分の歯を
20本以上保とう）を推進しています。よ
い歯を保ち健康な方のご応募をお待ちし
ています。葛対象／6月4日現在満80歳以上で20
本以上（治療完了）の歯があり、健康な方葛応募方法／はがきまたはFAXに住所、
氏名（フリガナ）、生年月日、年齢、電
話番号、かかりつけまたは最寄りの歯
科医院をご記入ください。葛応募期限／4月19日（金）
■申 ■問  宮城県歯科医師会「コンクール事務
局」〒980-0803仙台市青葉区国分町1-
5-1　緯022-222-5960　思022-225-4843

女女女女女女女女女女女女医医医医医医医医医医医医にににににににににににによよよよよよよよよよよよるるるるるるるるるるるる女女女女女女女女女女女女性性性性性性性性性性性性のののののののののののの健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康相相相相相相相相相相相相女医による女性の健康相談談談談談談談談談談談談談～～～～～～～～～～～～完完完完完完完完完完完完全全全全全全全全全全全全予予予予予予予予予予予予約約約約約約約約約約約約制制制制制制制制制制制制・・・・・・・・・・・・相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談料料料料料料料料料料料料無無無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料料～完全予約制・相談料無料～～～～～～～～～～～～～

8020よい歯のコンクール

　Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎ウイルス抗体検査
（採血）を、感染が気になる（可能性の
ある）方は無料で受けることができます。
（要予約）葛日時／4月9日（火）、23日（火）
　　　　15：00～16：00葛場所／ 県仙南保健所
※電話での相談は随時行っています。

エエエエエエエエエエエエイイイイイイイイイイイイズズズズズズズズズズズズ・・・・・・・・・・・・ククククククククククククララララララララララララミミミミミミミミミミミミジジジジジジジジジジジジエイズ・クラミジアアアアアアアアアアアアアののののののののののののの相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談、、、、、、、、、、、、相談、抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗体体体体体体体体体体体体検検検検検検検検検検検検抗体検査査査査査査査査査査査査査をををををををををををを行行行行行行行行行行行行っっっっっっっっっっっってててててててててててていいいいいいいいいいいいままままままままままままを行っていますすすすすすすすすすすすす

ＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢ型型型型型型型型型型型型肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎・・・・・・・・・・・・ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ型型型型型型型型型型型型肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎ののののののののののののの相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談、、、、、、、、、、、、相談、抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗体体体体体体体体体体体体検検検検検検検検検検検検抗体検査査査査査査査査査査査査査をををををををををををを行行行行行行行行行行行行っっっっっっっっっっっってててててててててててていいいいいいいいいいいいままままままままままままを行っていますすすすすすすすすすすすす

葛受付時間／7：30～10：30
～受診票が届いた方で受診しない方へ～
　申し込みを保留された方にも受診票を配布しています。町の検診は受けないという
方は、町への連絡や返却は不要ですので受診票は破棄してください。
～結果通知は個別に郵送します～
　結果通知は、受診者全員に受診してから約1カ月～1カ月半後に郵送します。大事
な結果通知ですので、紛失しないように大切に保管してください。
～精密検査は必ず受けてください～
　町の検診を受けた結果、精密検査が必要と認められた方は、必ず精密検査を受けて
ください。結果通知に記載された場所以外で精密検査を受ける場合は、医師にお渡し
いただく書類を送付しますので、受診する前に必ずご連絡ください。

■申 ■問  健康推進課　緯55-2160
場　　　　　所実　施　日

船迫生涯学習センター、槻木生涯学習センター4月17日（水）
船迫生涯学習センター、槻木生涯学習センター4月18日（木）
船迫生涯学習センター、槻木生涯学習センター4月19日（金）
農村環境改善センター、船岡生涯学習センター4月20日（土）
保健センター4月22日（月）
船迫生涯学習センター、保健センター4月23日（火）
船迫生涯学習センター、保健センター4月24日（水）
船迫生涯学習センター、保健センター4月25日（木）
船迫生涯学習センター、槻木生涯学習センター4月26日（金）
槻木生涯学習センター、船岡生涯学習センター4月27日（土）
保健センター4月30日（火）
船迫生涯学習センター、保健センター5月1日（水）
保健センター5月2日（木）
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　町と柴田町子ども読書活動推進会議では、家庭読書の目標を毎日15分、読み聞かせ
の目標を週3回で1回15分以上としております。また、今年度より毎月23日を「ノー
テレビ・ノーゲームデー」と定めました。家庭での読書、読み聞かせや家族とのコミュ
ニケーションを深めたりと、忙しい中にも時間を作って過ごしてみましょう。心の豊
かさが大切です。この機会に、ご家族で少し時間の使い方を相談してみましょう。ご
家庭でのご理解とご協力をお願いします。
　せめて、食後の一家だんらんのひとときでも、ご家族そろって本を読んでみませんか。

■問  生涯学習課（事務局）　緯55-2135葛期間／5月16日（木）～9月13日（金）葛場所／パソコンドクター岩沼教室
　（岩沼市大手町9-6 第一マサキビル）葛訓練内容／パソコン基本操作、ワー
ド・エクセル基礎・応用、簿記など葛定員／20人葛受講料／無料（テキスト代は自己負担）葛申込方法／ハローワーク大河原で申し
込みください。葛申込期限／4月18日（木）
■問  パソコンドクター岩沼教室　
　緯0223-25-2575 ○平成25年度ボランティア保険のお知らせ

　ボランティア活動中の事故により、ボランティア本人がケガなどをした場合の損害
を補償する保険です。詳しくは柴田町社会福祉協議会まで、お問い合わせください。

※他にも、ボランティア福祉活動行事保険や災害ボランティア活動をされる方は、「天災型」のボ
ランティア保険があります。○子育てサロン「きらら」「みるく」
　子どもとお母さんが集い、みんなで楽しく遊んだりお母さん同士が交流したりする
ひろばです。時間内の出入りは自由です。「きらら」　葛日時／4月12日（金）、26日（金）10：00～12：00　※12日は「しばたお
　　　　　　　　もちゃ病院」がオープンしています。26日はお楽しみ行事を用意しています。
　　　　　　　葛場所／地域福祉センター（船岡字中島68）　　葛参加費／無料「みるく」　葛日時／4月19日（金）10：00～11：45
　　　　　　葛場所／多機能型地域ケアホームつきのき（槻木上町1丁目1-32）
　　　　　　葛参加費／無料葛日時・場所／4月6日（土）～11月23

日（土）　9：00～15：30
　○毎月第1土曜日：マルコ（槻木下町）
　○第2土曜日：イトーチェーン船岡店
　　　　　　　　（船岡東）
　○第3土曜日：Aコープ槻木店（槻木
　　　　　　　上町）

　○第4土曜日：イトーチェーン柴田船
　　　　　　　迫店（船岡入袋）

包丁300円、はさみ500円から各種承り
ます。

■問  ㈳柴田町シルバー人材センター
　緯58-7400

在職者向け訓練受講者募集

パソコンドクター岩沼教室

求職者支援訓練受講生募集
～ＩＴビジネス基礎科～

葛内容／①初心者のためのパソコン入門
②Word 2007基礎
③Excel 2007基礎
④Access 2007基礎葛対象／在職中の方、求職中の方葛定員／各10人（応募多数の場合抽選）葛訓練期間／①②5月11日（土）、12日（日）

　　　　　　③④5月25日（土）、26日（日）葛申込期限／①②4月10日（水）
　　　　　　③④4月24日（水）葛費用／①教科書代1,050円
　　　　②③④教科書代2,100円

■申 ■問  白石高等技術専門校　緯35-1511
　http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/
　srkogsn/
　Ｅメール：srkogsn-g@pref.miyagi.jp

■問  柴田町図書館　緯86-3820　思86-3821 
　Ｅメールlibrary@town.shibata.miyagi.jp

4月12日（金）～22日（月）まで　蔵書整理点検のため休館します
　4月12日（金）から22日（月）まで、蔵書整理点検のため休館します。なお、本
の返却は玄関前の返却ポストをご利用ください。

4月のお話し会　第1・4土曜日の開催です葛日時／4月6日（土）、27日（土）11：00～12：00　※申し込み不要。葛場所／柴田町図書館（ふるさと文化伝承館1階奥の「集会室1」）葛協力／絵本読み聞かせの会「おむすびころりん」
　　　　図書館サポート委員会「ひよこちゃん」ほか

■開館時間／平日10：00～19：00　土・日曜日、祝日10：00～17：00
■4月の休館日／1日（月）、8日（月）、12日（金）～22日（月）、30日（火）

蔵書整理点検って？
　いわゆる本の棚卸し作業を行います。本のバーコードを一冊ずつなぞり、｢紛
失した図書がないか？｣｢本来あるべき場所に正しく配列しているか｣などを
データ照合します。町民の共有財産である図書を管理し、確実かつ迅速に提供
するために欠かせない年1回の作業です。

『ノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーームムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデノーテレビ・ノーゲームデーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー』に時間を作ろう !!
～ 柴田町子ども読書推進会議から ～

　個人・団体　一人300円から加入 
　※補償期間は加入手続き完了日の翌日から該当年度3月31日までとなっています。ボランティ保険
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仙南総合プール日程表（平成25年4月分）葛営業時間／月～土曜日　 9：00～21：00（施設利用時間9：00～20：45）、　　　　　　日・祝祭日  11：00～19：00（施設利用時間11：00～18：45）葛無料開放／4月21日（日）毎月第3日曜日（施設利用時間11：00～18：45）○…全面利用可能　　☆…レッスンまたはイベント実施中は利用不可　　×…終日利用不可△…9：00～16：30全面利用可、16：30～18：30一部利用可（スイミングスクール実施中は3コース分利用不可）、　　18：30～20：45全面利用可◇…9：00～16：30全面利用可、16：30～18：30一部利用可（スイミングスクール実施中は3コース分利用不可）、　　18：30～20：00 一部利用可（毎週 火曜日、スポ少実施中は2コース分利用不可）、20：00～20：45全面利用可

302928272625242322212019181716151413121110987654321　　日・曜日区分　　　　 火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月 ☆☆☆☆☆☆休館日☆☆☆☆☆☆休館日☆☆☆☆☆☆休館日☆☆☆☆☆☆休館日××プールA面 ◇△○○△△◇△○○△△◇△○○△△◇△○○△△××プールB面 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○トレーニング室

友人同士、ご家族など、どなたでもご利 用できます。お気軽にご利用ください。 　槻木体育館 　（卓球・バドミントンに限ります）4月 7日㈰9：00～16：00 4月21日㈰9：00～16：00 　入間田テニスコート 4月14日㈰9：00～16：00 ※行事などにより変更になる場合があります。
体
育
施
設
一
般
開
放
日   学校体育施設調整会議4月18日（木）19：00船迫生涯学習センター  体育館・野外運動場調整会議4月23日（火）19：00 船迫生涯学習センター5 
月 
分お知らせ　町民体育館解体工事により駐車場の台数が減少になるため、調整会議の会場が変更となります。会場は船迫生涯学習センターとなります。ご注意ください。なお、来月（5月以降）からは船岡公民館の予定となります。
　■問  スポーツ振興室　☎55-2030

　護身術・健康法など、日本の伝統文化に触れてみませんか？　初めての方、女性の方や
年配の方でも安心して始めることができます。詳しくはホームページをご覧ください。葛日時／毎週金曜日
　○子供クラス　17：45～（1時間）　○一般クラス　19：00～（1時間45分）葛場所／白幡集会所葛対象／○子供クラス：4歳～小学生　○一般クラス：中学生以上
■申 ■問  及川　http://www.isshinkan.org/

　活動4年目です。68名の愛好者が健康づくり・仲間づくりで日々楽しんでおります。
毎月1回、角田市・丸森町・大河原町との愛好者で交流会があります。
　初心者の方でもスタッフが指導いたします。是非、この機会に参加してみませんか。葛場所／あぶくまパークゴルフ場　　葛年会費／2,000円　　葛申込／随時葛月例会（大会）／第1・第3月曜日　　葛教室開催日／第4月曜日
■申 ■問  柴田町パークゴルフ愛好会　（渡辺）、（古山）

葛期間／5月19日（日）～6月23日（日）
　期間中5回　13：30～15：00葛場所／入間田テニスコート葛対象／初心者、中級者の方葛募集人数／18歳以上の町民15人（先着順）葛参加費／3,000円葛講師／NPOスポーツクラブ仙台
　　　　代表　佐藤薫　氏葛申込期限／5月11日（土）葛受付時間／10：00～18：00
■申 ■問  柴田町テニス協会（加藤）
　

　中国から仙台大学に留学している学生と一緒に、本場の太極拳を学んでみませんか。葛日時／毎月2回（日曜日10：00～12：00)　　葛4月開催／14日（日）、28日（日）葛場所／船迫生涯学習センター　　葛会費／年間5,500円　　葛募集人員／15人程度葛講師／仙台大学大学院生ほか
■問 ■申  柴田町日中友好協会（大槻）葛日時／4月25日（木）19：00～21：00（受付18：30）葛場所／オーガ2階イベントホール　　 葛定員／100人葛講師／木村俊昭氏（東京農業大学教授） 　 葛参加費／無料
■問  （一社）さくら青年会議所（大河原町大谷字戸ノ内前43-5　2階）
　（高橋）　URL:http://www.sakurajc.com　Ｅメール：info@sakurajc.com

会員募集

空手道場  引地道場一心館合氣道教室会員募集

パークゴルフ会員募集と教室開催

太極拳教室　会員募集

一般社団法人さくら青年会議所4月公開例会
『自分たちの力でできる「まちおこし」』

テニス教室開催

葛練習日時／火曜日①16：00～17：00
　　　②17：00～18：30
木曜日①17：00～18：30
土曜日①15：00～17：00
　　　②19：00～21：00葛場所／大字四日市場字川名沢182-1葛会費／18歳未満:月額3,000円

　　　　18歳以上:月額4,000円
　　　　入会金1カ月分

■申 ■問  引地道場（引地）
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　犬は狂犬病予防法に基づき狂犬病予防注射（年1回）をすることになっています。
予防注射は町で実施する集合注射の会場または動物病院で受けてください。なお、集
団注射はどこの会場で受けても構いません。葛料金／毅登録済みの場合3,020円（注射料金2,470円、注射済票交付手数料550円）
　　　　毅新規登録の場合6,020円（登録手数料3,000円、注射料金2,470円、
　　　　　　　　　　　　　　　　　注射済票交付手数料550円）

葛日時／毎月第3金曜日　9：00～17：00葛場所／槻木生涯学習センター葛内容／月例会のほか、槻木保育所訪問
や槻木地区ふるさとまつりなどに参加。葛募集人数／若干名葛年会費／3,000円葛申込方法／槻木生涯学習センター掲示
板で「規約」を承認して申し込んでく
ださい。葛申込期限／4月27日（土）
■問 ■申  柴田童謡愛好会
　（森）緯・思
　中国の言葉、文化、風習などに興味の
ある方、留学生の生の声で中国語を一緒
に学んでみませんか。葛日時／毎週土曜日18：10～20：10葛場所／船岡公民館葛会費／2,500円（月額）
■申 ■問  柴田町中国語愛好会（今野）
　葛日時／4月21日（日）14：00～（開場
13：30）　※入場無料葛場所／えずこホール　大ホール葛曲目／アヴェマリア、カノン　ほか葛指揮者／田中睦子　氏葛演奏者／井澤美和子　氏（ピアノ）

　　　　　村岡雅子　氏（ピアノ）

■問  さくら混声合唱団（佐藤）　
　

 宵祭り葛日時／4月13日（土）17：00～葛内容／祈願、演芸、神楽奉納
 本祭り葛日時／4月14日（日）8：00～葛内容／祈願、みこし（こども・神社）
■問  久須志神社氏子会（渡辺）

狂犬病予防集団注射を実施します

 集団注射の時に新規登録をお考えの方へ
　申請書は町民環境課に用意しています。会場での記入も可能ですが、集団注射をス
ムーズに行うため、事前に記入していただくようお願いします。
　犬が死亡した場合は、町民環境課または槻木事務所に死亡届を出してください（登
録鑑札、注射済票および印鑑が必要です。集合注射会場でも受け付けます。）

■問  町民環境課　緯55-2113
集合注射会場実施時間実施月日

海老穴集会所9：00～09：20

4月18日
（木）

成田集会所9：30～10：00

葉坂構造改善センター10：10～10：40

入間田中央集会所10：50～11：20

槻木生涯学習センター第2駐車場13：00～14：30

松ケ越町営墓地9：00～09：50

4月19日
（金）

葛岡集会所10：10～10：40

18A区集会所11：00～11：30

18B区集会所13：00～13：20

富上農村公園13：40～14：30

下名生剣水集会所9：00～09：50

4月22日
（月）

下名生集会所10：10～10：40

中名生集会所11：00～11：30

西船迫5号公園13：00～14：30

土手内集会所9：00～09：30

4月23日
（火）

船迫児童館9：50～10：20

北船岡集会所10：40～11：20

船迫生涯学習センター13：00～14：30

西住公民館9：00～09：40

4月24日
（水）

新田集会所10：00～10：30

新大原集会所10：50～11：20

船迫集会所13：00～13：20

船迫公民館13：40～14：10

並松集会所9：20～09：40

4月25日
（木）

6区集会所10：00～10：40

中曽根集会所11：00～11：30

柴田町役場13：00～14：30

柴田童謡愛好会  会員募集～童謡を楽しく歌おう～

柴田町中国語愛好会 会員募集

第6回　さくら混声合唱団
スプリングコンサート

平成25年度
久須志神社例大祭



●11お知らせ版第720号

（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：3月19日（火）】

測定値測定値
0.10船岡生涯学習センター0.08柴田町役場

0.07船迫生涯学習センター0.07槻木生涯学習センター

0.08西住公民館0.08農村環境改善センター
※柴田町役場と槻木生涯学習センターは毎日、そのほかの施設は毎週1回測定

（単位：μSv/h）町内小中学校・幼稚園の測定結果【測定日：3月18日（月）～21日（木）】

測定値測定値測定値
0.09西住小学校0.12船迫小学校0.10船岡小学校

0.07柴田小学校0.11槻木小学校0.06東船岡小学校

0.09槻木中学校0.12船迫中学校0.10船岡中学校

0.07たんぽぽ幼稚園0.15浄心幼稚園0.08第一幼稚園

※毎週1回測定。私立幼稚園は随時測定0.08熊野幼稚園

（単位：μSv/h）児童福祉施設の測定結果【測定日：3月21日（木）】

測定値測定値測定値
0.11西船迫保育所0.14槻木保育所0.08船岡保育所

0.06西住児童館0.14三名生児童館0.14柴田児童館

※毎週1回測定0.13むつみ学園0.06船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：3月25日（月）】

測定値測定値測定値
0.06剣崎公園0.13白幡児童遊園0.08並松公園

0.10船岡城址公園0.09舘前緑地0.08下名生児童遊園
※毎週1回測定

【測定場所】定点測定地／駐車場など屋外　公園／広場
　　　　　　学校施設・児童福祉施設／校庭または園庭
【測定位置】地表から100㎝／定点測定地、中学校
　　　　　　地表から 50㎝／小学校、幼稚園、児童福祉施設、公園

（単位：ベクレル/kg）水道水の放射能測定結果【採取日：3月18日（月）】

放射性セシウム放射性ヨウ素採取場所

不検出
（検出下限値0.3）

不検出
（検出下限値0.4）

　仙南・仙塩広域水道　　　
　南部山浄水場（白石市）

※厚生労働省が定めた基準値、放射性セシウム10ベクレル/kg　　※検査は宮城県企業局

◎詳しくは、町ホームページに掲載しています。

■問  町民環境課（定点測定値）　☎55-2113、教育総務課（学校施設）　☎55-2134
　 子ども家庭課（児童福祉施設）　☎55-2115、都市建設課（公園）　☎55-2121
　 上下水道課（水道水）　☎55-2119、農政課（農産物）　緯55-2122 （単位：ベクレル/kg）町内農産物の放射能測定（精密検査）結果

厚生労働省が定めた基準値放射性セシウム採取日品目
100不検出2月28日ねぎ（露地）

※検査は宮城県農林水産部

　町では、お風呂やストーブから搬出さ
れた焼却灰について、随時サンプリング
調査を行っております。調査希望の方は、
事前にご連絡をお願いします。
　サンプリング調査の結果8,000ベクレ
ル以下であれば、回収し処分いたします
ので、町民環境課までご持参いただきま
すようお願いします。
　焼却灰を取り扱う際や側溝や落ち葉な
どの回収作業を行う際は、ゴム手袋やマ
スクなどを着用して下さい。
8,000ベクレル以上の場合については、
庭や畑にまいたりせず、処分方法が決ま
るまでビニール袋などに入れ、人が近寄
らない場所に保管してください。
　処分方法が決まりましたら、後日ご連
絡いたします。

■問  町民環境課　緯55-2113
―「目指せ!輝く仕事人～就職力ブラッ
シュアップセミナー」―葛日程／5月12日（日）10：00～12：00

6月30日（日）10：00～12：00
7月26日（金）13：15～15：15
9月8日（日）10：00～12：00
10月13日（日）10：00～12：00
12月1日（日）10：00～12：00

 　H26年3月9日（日）10：00～12：00葛場所／宮城県母子福祉センター
　（仙台市宮城野区安養寺3丁目7-3）葛対象／県内のひとり親家庭および寡婦葛参加費／無料葛託児／3歳から小学3年生（要予約）葛申込方法／講座の2日前の午後4時ま
でに、電話またはＥメールでお申し込
みください。

■申 ■問  ㈶宮城県母子福祉連合会
　緯022-295-0013　思022-256-6512
　Ｅメール：miyagi-boren@r6.dion.ne.jp

　書道をみんなで楽しみませんか。葛日時／毎月第1火曜日10：00～12：00葛場所／船迫生涯学習センター ※送迎あり
■申 ■問  書道サークル（原田）

風呂やストーブから出た
焼却灰の調査について

ひとり親家庭

就職・転職支援セミナー

書道サークル≪会員募集≫
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※平成25年4月の予防接種法改正により、BCG予防接種の対象者が変わりました。標準的な接種期間（5～7か月）での接種をお勧めします。
※乳幼児対象の健康診査および相談で、問診票などがある方はあらかじめご記入の上お持ちください。
※乳幼児健康診査、予防接種および相談時は、ビニール袋をお持ちください。災害に備え、会場内では、ビニール袋に靴を入れてお持ち歩きください。
※成人健康相談のある方はご連絡ください。　　※上記事業の対象者で風邪気味などの方のご来場はご遠慮ください。

薬　　　局歯　　　科外　　　科内　　　科月日
アイランド薬局 
　大河原　緯53-4189こひつじ薬局 

　槻　木　緯86-4189よしだ歯科医院 
　船　岡　緯57-1918みやぎ県南中核病院 

　大河原　緯51-5500おおぬま小児科 
　槻　木　緯87-75614/7 

㈰
柴田薬局
　槻　木　緯56-3715銀座薬局

船岡　緯54-2201和野歯科医院
　船　岡　緯55-5126乾医院

　槻　木　緯56-1451町南診療所
　村　田　緯83-550314

㈰
すずらん薬局
　船　岡　緯57-1322村田調剤薬局

　村　田　緯83-5641あいはら歯科医院
　大河原　緯53-8138船岡今野病院

　船　岡　緯54-1034山田医院
　村　田　緯83-208821

㈰
川田薬局
　船　岡　緯59-2777仙台調剤大河原店

　大河原　緯51-4040安藤歯科医院
　大河原　緯53-2348宮上クリニック

　船　岡　緯55-4103さくら内科消化器科
　大河原　緯53-515128

㈰
かみまち薬局
　槻　木　緯58-7380つばさ薬局船岡店

　船　岡　緯58-1065飯淵歯科医院
　槻　木　緯56-1026大沼胃腸科外科婦人科

　槻　木　緯56-1441しばた協同クリニック
　船　岡　緯57-231029

㈰
カメイ調剤薬局大河原店
　大河原　緯51-3121ひがし薬局大河原

　大河原　緯51-3055大沼歯科医院
　村　田　緯83-4395みやぎ県南中核病院

　大河原　緯51-5500甘糟医院
　大河原　緯53-14605/3

㈮
川田薬局
　船　岡　緯59-2777こひつじ薬局

　槻　木　緯86-4189大友歯科医院
　船　岡　緯57-2120宮上クリニック

　船　岡　緯55-4103おおぬま小児科
　槻　木　緯87-75614

㈯
　　　　　仙台調剤大河原西店
　　　　　　大河原　緯51-4011えんどう歯科医院

　大河原　緯53-2555みやぎ県南中核病院
　大河原　緯51-5500町南診療所

　村　田　緯83-55035
㈰

大槻薬局東新町店
　大河原　緯52-0885仙台調剤大河原店

　大河原　緯51-4040内田歯科医院
　船　岡　緯57-1818かわち医院

　大河原　緯52-3115さくら内科消化器科
　大河原　緯53-51516

㈪

プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは局番なしで　☎＃8000
プッシュ回線以外の固定電話、　PHSなどからは　☎022-212-9390相談時間／19：00～8：00（毎日）宮城県こども夜間安心コール

休日急患当番医
 （診療時間／9：00〜17：00）

お子さんの急な発熱やけがなどで、すぐに受診させたほうが良いのか、様子をみても大丈夫なのか、迷ったときは…

休日急患当番医の情報は、パソコンや携帯電話へメール配信サービスを行っていま
す。利用登録は、ml@mm.town.shibata.miyagi.jpへ空メールを送信し、返信され
る登録受付メールの内容に従って手続きをしてください。

受付時間担当医師（変更あり）対　　象　　者事　業　内　容月  日
  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付4/3㈬

12：45～13：15本多（愛）先生
菊池　　先生平成23年9月生まれの方1歳6か月児健康診査

※持ち物：歯ブラシ、タオル5㈮

  9：00～13:00食生活が心配な方および家族食事相談（糖尿病、肥満、脂質異常など）
（要予約）8㈪

  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付
10㈬

12：45～13：15大沼（健）先生平成24年11月生まれの方4か月児健康診査
12：45～13：00玉渕　　先生3か月児から11か月児ＢＣＧ予防接種（4/9まで要予約）11㈭
13：30～15：30宮川　　先生精神的に悩みのある方および家族心の健康相談（要予約）12㈮

12：45～13：15吉田　　先生平成22年12月生まれの方2歳児歯科健康診査　※持ち物：歯ブラシ、
タオル、調査票（フッ素塗布希望者）16㈫

  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付
17㈬

12：45～13：15大沼（健）先生
玉野井　先生平成21年10月生まれの方3歳6か月児健康診査

※持ち物：歯ブラシ、タオル

  9：15～   9：45平成24年4月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）19㈮

  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付24㈬
  9：00～10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）26㈮
  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付5/1㈬
  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付

8㈬
12：45～13：15大沼（健）先生平成24年12月生まれの方4か月児健康診査

12：45～13：15本多（愛）先生
飯淵（信）先生平成23年10月生まれの方1歳6か月児健康診査　

※持ち物：歯ブラシ、タオル10㈮

健康を守る行事（実施場所／保健センター）
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